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SemanticMappingを用いた英文読解指導の可能性
一郡部校生のスキーマをモデルとして 一

卯 城 祐 司（北海道教育大学釧路校）

ThePossibilityofTeachingEFLReading
throughSemanticMapping：

AModelbasedonRuralSchooIStudents Schemata
Yuji USHIRO

（HokkaidoUniversityofEducationatKushiro）

ツク・マッピング活動がどのように行われるのか，ある

1．はじめに

いはどのような点を改良すべきなのか探っていく。

長年の文法訳読式に対する反省から，コミュニカティ
ヴな英文読解指導の必要性が説かれて久しい。しかしな

2．セマンティツク・マッピング活動

がら，学習者の動きを容易に見てとれるスピーキングや
ライティングと異なり，リスニングとリーディングは学

2．1セマンティツク・マッピングとは

習者が理解しているのかどうかは見ただけではわからな

セマンティツク・マッピング（SemanticMapping）活

い活動である。例え生徒が授業以外の他のことを考えて

動は，セマンティツク・ウェッブ（SemanticWebbing），

上の空であっても，すぐには気づくことができないので

セマンティツク・ネットワーキング（Semantic Net−

ある。また，リスニングのようにテープからにぎやかに

WOrking），プロット・マップ（PlotMaps）とも呼ばれる。

音声が流れてくるわけでもないので，教室での活動が単

1980年代より米国の教室などで語嚢指導を主な目的に盛

調に陥りやすい。

んに用いられようになった活動であるが，リーディング

への応用も提唱されてきている。

本論で提唱するのはセマンティツク・マッピング活動

である。この活動は読解前活動として，学習者の背景知

本活動は，リーディング指導を行う前に，そのテクス

識を活性化することにねらいがあり，またテクストを読

トのテーマに関する情報を視覚的に表にまとめるもので

みながらマップを埋めることにより内容理解を確かめ，

あり，特に教師が中心となって黒板を用いて行うことに

読解後に完成することにより，深い理解を目指すもので

より，教室全体が活発に活動できることに特徴がある。

ある。
しかしながら郡部枚の生徒は，日常の経験やふれる情

出来事を書き込んでいく中で，参加している全ての学習

報などが，当然，都市部の生徒のものとは異なる。一方

者の背景知識を活性化することである。このため，当初

この活動の最も大きな利点は，テーマに関連する語句や

で，教科書は都市部の生徒を念頭において編集されがち

は語嚢指導における効果が重視されてきたが，現在では，

でもある。教科書を用いて英文読解指導を行う際に，同

読解指導において必要な背景知識を引き出すきっかけ

じようにセマンティツク・マッピング活動を行っても，

や，それらをクラス全体でわかちあう方法として用いら

郡部校生が有している背景知識の偏りや絶対量の不足が

れている。

心配されるところである。さらに，小規模校にあっては，

Heimlich＆Pittelman（1986）から例をとると，具体的

日頃からディスカッションに慣れていないことも，本活

には以下のような手続きを踏む。

動を行う上で危倶される点である。
本論では，以上の点から，郡部校生によるセマンテイ

① 授業であつかう邁材に関連する語句やトピックをあ
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の周りにinfant（幼児），CraSh（衝突・墜落）などの語

げる。

句を配置している。被験者である大学生が連想したもの
は，infantにはcareful（注意が必要である），baby（赤

② 大きな表あるいは黒板の上にそれらの語句を配置す

る。
け考えるように生徒を励まし，紙の上にカテゴリーご

ん坊），Safety（安全性）であり，「航空機で幼児と旅を
する際は注意が必要であり，特に安全性については，赤

とに分類して書かせる。

ん坊などについて配慮が必要である」と頭に浮かべたこ

③ 選ばれた語句やトピックに関連する語句を出来るだ

とと思われる。またcrashについては，danger（危険），

④ 生徒は自分たちが連想した語句を口頭で発表し合

い，それら全ての語句を全体の表に書き込んでいく。

death（死）などが書かれているが，「交通機関が他の何

⑤ たとえば，Stores（店）というトピックについて考

かと衝突すると，非常に危険であり，乗客が死に至るこ

えると，生徒が連想する語句はPeople（人），Kinds（品

とが多い」ということを考えたのであろう。これらの連

物），Problems（問題），Expensesofowning（経営上

想は被験者が日常の自分自身の経験や，新聞・テレビな

の経費），Prices（価格）などに分類される。

どを通した情報として先行知識の中に有しているもので

ある。テーマの一部である「シートベルト着用」に関連

⑥ Peopleではcustomers（客），employees（使用人），
Kindsではclothing（衣服），rnedicine（薬），Problems

する自分たちの知識を整理したり，仲間の経験や知識か

（問題）ではrobbery（強盗），Shoplifting（万引き），

ら新たな情報を得ることが出来，英文を読む上での必要

Expensesofowning（経営上の経費）ではelectricity（電

知識や読み手としてのテーマに関する関心などが高まっ

気代），rent（賃貸費），Prices（価格）ではbargain（大

たことが，その後の読解テストなどにより実証されてい

安売り），taXeS（税金）などの語句が含まれる。

る。

2．2セマンティツク・マッピング活動の有効性

表1は，拙論（1993）で行った活動例である。活動後

本活動の有効性をまとめると以下の点があげられる。

に読む英文はCBSニュースの原稿であり，テーマは「航

（ヨ マッピングという作業によって，授業で扱う教材の

空機事故を防ぐためのシートベルト着用義務化」である。

ストーリーを視覚的にとらえることが出来る。

一番大きなテーマであるsafetyrestraints（安全ベルト・

（参 語句を覚える際に，ただ機械的に暗記するのではな

シートベルト）を最も大きなサイズで真ん中に置き，そ

表1 セマンティツク・マッピング活動の例
＊Look a t the ex8mple． ThInk o E ＆8 mAny WOrd8 86 yOu C＆n tha t A re
re）＆led to the rollowlng wo rd且． You don

t hAVe tO WOr ry Aboul mI8−

S pelllng． Wh en you r e Ad t he pA888ge l8t e r． yOu C8n look A t L h（8

Group Nu（）Your恥（

PaPer・

♭久り

、A痢

We r e 8t r8pp ed

【安全ベルトを締めていた】

＼

山根．′

）Name（

ノん瑚・

r l

＝NF∧NT

【幼児 ＼

人ⅤIATlON
／別行●航到

叫●

榊帥∈

、

／

SAFETY RESTRAINTS

⊂久γ．

／

l

町仙

【安全ベルト・シートベルト】

0ウ√叫び〃コ

＼

／

W∧S SPURRED

よ、ナeト．
此1de｝止・純

【蒜†品ノし。lぞ勅

＼

【拍叫がかけられた】

こR。j貢ha
I．
1

−・恒れ船）．

】

〔iとよ）」一＝悪．で．チ．アu【−L侮lく 研一び山した】

rっりし

、 ∠扁叫入神硝〉
ト♂1闘
（拙論 「スキーマを活性化するPrereadingActivitiesの理論と実践」（1993）より）
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に授業に参加することが出来る。

カテゴリーごとにまとめて覚えることが可能となり，

記憶も高くなる。

3．実 験

③ 教師からの一方的で単調な授業となりがちなリーデ

ィングの指導において，教室全体を活気づかせる

3．1被験者

WarmUpとして最適である。

北海道東部に位置するへき地2級に指定されている中

④ この活動を通して，教師は，教材のテーマに対する

学校の第2学年21名（男子8名，女子13名）を対象に行

生徒たちの予備知識を読解指導の前に常に把握するこ

った。

とが出来る。
⑤ 数人ずつのグループに分かれて活動することが出来

3．2実施方法
本実験は，平成9年10月29日（水）の1校時（8時40

るので，クラスサイズが大きな教室においても，活動

的な授業を実現できる。
⑥ 本活動を繰り返し行うことにより，学習者一人一人

分〜9時25分）に実施した。手順は以下の通りである。
1）3人ずつからなる7グループに分ける。

が自分で活動を行ったり，特別な紙を用意しなくても，

2）プリントを配布し，枝分かれした単語から自分た

新出語句やテクストの中で未知の語句と出会う度に頸

ちが連想するものを出来るだけ英単語などで書く

の中で自然と出来るようになる。

等，活動について説明する。そして，英語で書けな

⑦ 英文読解とは本来，一人一人が異なるプロセスを辿

い場合は，日本語や絵でも良いことを伝える。（5分）

って内容を理解し，その解釈においても読み手の独自

3）セマンティツク・マッピング活動を各グループで

行う。（10分）

性がありうることを考えれば，その個性が生きる活動
である。

4）英文を読む。（10分）

5）活動についての感想を用紙に記入する。（5分）

⑧ 学習および指導が困難な学校においても，どの生徒
も年齢に応じた経験や生活知識を有しており，積極的

表2 実験で生徒が行ったセマンティツク・マッピングの例1
rn†e仰姉P仰l
1

1anguage

−・くヰ、、言

阜菅、弐1

．′′′杵叩吋

（言葉）

／／ケヒ茸、
A＄ian
（アジアの）

明笥紙爪

history

／

ヰ敬司イ線

（歴史）

／
竪穐A｝ 子

OurNeighbors

二毒主

K

￣叫

（わたしたちの隣人）

fr始nd＄

，

／／

（友達）

Japane＄e

／
細

（日本人）

forgetting
（忘れている）

w。∴kて00抑止h
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これまでの先行知識がグループで披露されたことがうか

4．結 果

がえる。

4．1セマンティツク・マッピング活動

history（歴史）で連想されたのは歴史上有名な人物

ことを忘れ，西欧化している」というカナダからの留学
生の新聞への投書に対する，日本人の投書である。そし

であり，おそらく社会の時間に習った名前があげられた
のであろう。一見，英文のテーマと関わりがなさそうで
あるが，「聖徳太子」という語が出てきた際に，大陸文
化を学んだことや，「豊臣秀吉」という語から朝鮮への
出兵などが浮かんでくれば，英文を深く理解する上で必

てそれは「我々日本人は再びアジアの国々に対して関心

要な知識として評価できる。

本活動で扱った英文は，「日本は，これまで中国や韓
国などのアジアの国々から，米，漢字など多くのものを
取り入れ学んできたが，近年，距離的には近いアジアの

同じくJapanese（日本人）に対する「着物」，「WOrk

を持ち始めている」という内容である。

toomuch」についても，それらが日本の外から見たイメー

表2では，Asian（アジアの）に対して「北京」とい
う語があげられ，代表的な国の中国について思いをはせ

ジであったり，諸外国との対比の中から生まれたもので

ている。また，Korean（韓国の）に対しては「Soul」

あれば有効である。

という都市名が書かれている。これらの語が連想される

表3は表2よりは一見，粗いマッピングのように見え
るが，1anguageに対して「交流」，historyに対して「未

際に，2つの都市の情景や，そこに住む人々，雑誌のグ

来」などの注目すべき語句がある。さらにfriendsにつ

ラビア記事で見た情景や，新聞・テレビでとりあげられ
た事件などが思い起こされたことであろう。
また，1anguage（言葉）という語に対して想起され

いては比較的充実した討議が行われたことがうかがえ
る。

た「friendly」や「international」は，より英文のテーマ

に近い連想であり，「外国語を覚えることにより，海外
の人々と友達になったり，国際的な視野に立った人間に
なって活発に交流を行うことができる」という，生徒の

4．2活動後の感想
「良かった点」として参加した生徒があげたのは以下

の通りである。

表3 実験で生徒が行ったセマンティツク・マッピングの例2
−′カ野

師

＼ぐ、

払

＼ 交；た

ぐ

／

つ、．

、、■、

Ianguage

卑弓師乎

（ンて

dr 〜

／℃−

（言葉）

／

末東
＼

（アジアの

）

原塊人

ノ

＼ ＿J
斗甘

history

前世−（歴史）

汁ふb蒜＼＼

いじの㌧

ふ・、ごン／

′■−、＼
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でヽ

Korean

P
ゝJ

〜 8鴫

（韓国の）汐ヾヱ
l
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＼
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などのトレーニングが必要である。

③ 普段，深く見つめたことがないテーマをとりあげる

こと」，「いろいろと連想できて良かった」，「楽しかった」，

「プリントに書き込んでいくというのが斬新」，「プリン

際は，配置する語句などを工夫することにより，連想

トをやったことによって日本のことがよくわかって，そ

活動をさらに細分化する必要がある。

れによって想像力もアップしたと考えられる」，「みんな
でやったのがとても楽しかった」，「いろいろなことをた

「自由な感想」の欄は以下の通りである。

くさん考えられたと思う」など。

「なかなか思いつかなかった」，「難しくて連想出来な
これらのコメントから，比較的成功したと見られる要

いものが結構あった」，「みんなと楽しく出来た」，「なか

因をまとめると，

なか思ったより楽しかった」，「たまにはこういうやり方

① いつもは一人で，あるいは指名された人が単独で行

らアウストラロピテクスと思ったが，恥ずかしいので言

もいいと思った」，「すごく面白かった」，「歴史といった
うリーディングを，全員でやれること。

わなかった」など。

② いろいろな語句やことがらが話し合われたので，幅
広く連想することが出来た。

全体としては，上記反省点の③についての工夫が重ね

③ 楽しい活動であること。

て求められている。また，「恥ずかしいので〜」という

④ 普段，リーディングの前に行う活動とは全く異なる

コメントについては，もっと自由に話し合えるように回

タイプの活動であること。

数を重ねたりグループ編成を考える必要がある。

などである。

最後に，「普段の授業の理解度（どのくらい自分で理
解できたか）にくらべて，今回の本文の内容理解度はど

「改善した方が良いと思われる点」として彼らがあげ

たのは以下の点である。

うでしたか」という項目に対する回答は，以下の通りで
ある。

「もう少し，活動の説明をわかりやすくして欲しい」，
「もうちょっと，わかりやすい内容について話し合いた

「いつもより良いと思う」，「英文が少し簡単に感じた」，

かった」，「思ったより作業が大変だった」，「初めてだっ

「全部理解することが出来たと思う」，「別に変わらない」，

たので，最初は作業にとまどった」など。

「深い背景まで理解することが出来た」，「おかげで十分
に理解できた」，「日本とアジアの関係についてよく考え

このことから反省点としては，

ることが出来た」など。

（D セマンティツク・マッピングという馴染みのない活

話し合いを通して単なる本文の内容理解に終わらず

動を行うのであるから，具体例をもっと多く示して，

に，国語の授業のように深くテーマについて考えたり，

手順をより分かりやすく説明する必要があった。

昧合うことが出来たようである。

（参 この活動を真に理解するには，数回活動を経験する

表4 セマンティツク・マッピング後に生徒が読んだ英文
From Readers
October3
AboutMs．Brown

sletterofSeptember25，Idon

tthinkweareforgettingourneighbors．LastAugustIwentto

Seoulon a schooltrip．Imade friends with some Korean students and talkedwith themin English．LaterIdecided
to study theirlanguage，tOO．Ihope to study Asian historyin college．Ithink manyJapanese are turning their

attention back to Asian countries．

Koji Suzuki
（浅野博他監修 『NewHorizonEnglishCourse2』 東京書籍 Unit6，p．53より）
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験を重ねることが重要である。

5．考 察

また，生徒の自由な連想を妨げる恐れもあるが，マッ

プに配置する核となる語句のまわりに，幾つか連想の例

郡部校生を対象とした今回の試みでは，セマンティツ
ク・マッピング活動が一定の成果を上げたものの，ディ

を示すことも初期の段階では有効である。また，ALT

スカッションの量が期待を下回り，結果としてマップに

などの協力を得て，生徒があげていく幾つかの語句につ

書かれた語句も少なかった。筆者の都市部高校生を対象

いて簡単なコメントなどを加え，より連想をひろげてい

とした実践経験と比べてみても，はじめての活動とはい

くなどの工夫もできよう。
さらに，ある方向に生徒のディスカッションや連想を

え，グループで話し合う活動に慣れていない様子が感じ

られた。郡部校生全体の特徴としてとらえるには，実験
回数も実施校も少ないが，小規模校が抱える要因として

導きたいときには，マップに配置する語句の字の大きさ

留意すべき点である。

ってパラグラフの重みづけを表すなどが可能となるであ

やフォントを工夫したり，キーワードの配置の仕方によ

これに対する指導の工夫としては，2つ考えられる。

ろう。そして，どのような語句からどのような連想が生

ひとつは，グループで行う前に，個別に考える時間を増

まれるのか，観察を重ねるごとに生徒の誘導の仕方も上

やすことである。各自がマップを持ち，ゆっくりと書き

手になってくるであろう。そして，日頃から生徒同士で

込み，それを3，4人のグループでひとつの表に合わせ

会話をしている話題に耳を傾けることにより，その誘導

れば，語句の畳も増えるであろうし，ディスカッション

の幅がせばめられるであろう。

さて，郡部校生に限らず，セマンティツク・マッピン

の質も深まると考えられる。

もうひとつの方法としては，教師と生徒が黒板をマッ

グ活動をその後の英文読解と結びつける上で幾つかの注

プとして，ひとつの表をつくりあげる作業を多く繰り返
すことである。その作業の中で，この活動には，「どれ

意すべき点を考察したい。

が正しい」とか，「こちらの方が優れている」という評

の期待を，過度に抱かないことである。例えば表3にお

価基準がないことをしっかりと理解させることができ

いて，Koreanに対して偏った見方の「歴史が進むのが

先ず第一には，その後の英文読解への直接的なプラス

る。さらに，生徒があげていく語句を教師がマップの中

遅い」そして，事実とは異なるであろう「TV（白黒と

のうまい位置に配置していくことにより，どの語句も表

か）」という書き込みがある。教師が黒板を用いて行っ

の中で生きることが出来，さらにはこの活動とその後の

ているときは，何らかの反応をして修正することも可能

英文読解との上手なつなげ方を生徒も学んでいくことが

であるが，いずれにしてもこれはこれで，各自のこれま

出来るであろう。

での体験や情報が出てきたのである。同じくJapanese

デイスカソションが期待通りの量にならなかったのに

については「ごはん」，「はし」などの語句が善かれてい

はもうひとつの要因が考えられる。それは，郡部校生が

るが，この連想は本文の読解内容とは直接的な影響が内

有している先行知識の偏りである。しかしながら，この

容に一見見える。しかし，その横に「流行」という見事

偏りは，従来考えられていたような「地下鉄の乗り方」，

に本文のテーマとマッチしている語が出ており，「時が

「ファーストフードの注文の仕方」などの生活経験型の

たっても，変わらずに用いられているもの」との意識の

不足などではないようである。これらについては，テレ

中で「ごはん」や「はし」をとらえれば，全体としてか

ビのドラマなどを通じて郡部校生も追体験しており，問

なり直接的な関連が見えてくる。

題はないと考えられる。

ここで，直接的な効果を期待しないようにと述べたの

先行知識の偏りはむしろ，仲間同士や自分一人で考え

は，マップに善かれている語句というのは単なるメモで

たり話し合うことがらの狭さによるものであろう。郡部

あるからである。このセマンティツク・マッピング活動

においては，日常出会う人々が限定されている。誰がど

の最も核となっているのは，その語句が頭に浮かんだ理

のような考えを持っているか口を開ける前からわかるよ

由である。マップに善かれた語句の真には膨大な先行知

うな環境の中では，教室を含めてディスカッションが深

識の貯蔵庫がある。善かれた語句が同じであっても，頭

まらない可能性がある。本実験においても，「OurNeigh−

に措いている光景などは異なっているかもしれないし，

bors（わたしたちの隣人）」というやや堅いテーマに取

ある語句を書いたことによって，さらに他の関連するこ

り組んだために，その後の活動が難しかったことをあげ

とがらが頭に浮かんでいる可能性もある。

この点から，グループ活動などでは，連想した語句を

た生徒が多かった。
これは，ホームルームや道徳，国語の授業などにおけ

あげるだけでなく，それらが頭に浮かんだ理由を発表し

るディスカッションの指導を含んだカリキュラム全体で

合う必要がある。

考える間堪でもあり，英語の授業以外でも話し合いの経

例えば，「milk，beer，COmputer，Whiskey」という
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4つの語句を並べてみよう。ひとつ関係のない語句をあ

が指摘されることが多い。生徒は，様々な期待を，読む

げるならば当然，液体でない「COmputer」である。しか

上での「聞い」に変えていくであろう。彼らは「主人公

し，「milk」というのは完全なまちがいであろうか。「お

はどのような行動をとるのであろうか」，「どんなハプ

父さんが大好きなもの」という観点から分類すれば正解

ングが趣こるのであろうか」などの問いに答えるべく読

となる。このようにメンタルな活動を行う場合は，理由

んでいく。このプロセスが「情報収集型」の読みとなり，

などをあげることにより，プロセスをより詳しく明らか

単なる表面的な日本語訳に変換する作業を脱し，意味を

にすることが重要である。

求める読みを行うことになるのである。

セマンティツク・マッピング活動では，この「関連づ

1998．3

上記のようなストーリー構築型のマップは，複雑な内

け」が互いの連想活動や有している先行知識を活性化さ

容の文章を読む際などに大いに役立つ。それはまるで，

せていく。また，その説明が理解できないものであった

初めての土地にドライブをする前に大まかな地図を頭に

ならば，関連がわかるまでお互いに尋ね合うのである。

入れておくことに似ている。しかしこの方法はあくまで

そして，全く知らない出来事や知識なども分かち合える

も，読み手である生徒にとって負担のかかる文章を読む

であろう。

ときだけに限定しなければならない。何故なら，読む楽

セマンティツク・マッピング活動は古くから教室で用

しみとは，その大まかな地図を手に入れることでもある

いられてきた手法であるが，スキーマ理論が出てきたこ

からである。

とにより，その役割が単なる語彙増強を越えることとな

教師の役割は，当然，どのようなマップを措くかによ

った。従来型のリーディングは，テクストから読み手へ

って異なってくる。指導初期の段階や，英文内容をでき

情報が一方通行で伝わるものとして考えられていた。し

るだけ視覚的に構築したいと考えるならば，黒板を用い

かしスキーマ理論によれば，リーディングとは書き手と

いながら「誘導役」として中心的な役割を果たすであろ

読み手がテクストを通して情報をやりとりすることであ

う。しかし，生徒が活動に慣れてくると教師は次第に一

る。読み手はテクストを読む中で新しい情報に出会うと，

歩引き，「促進的」な役割へと変わっていくはずである。

自らが持つ先行知識のフィルターにかけ，既に知ってい

消極的な生徒などが発言しようかどうかと蒔躇している

ることや馴染みのあることに関連づけようとする。これ

時に背中を押してやったり，見当はずれな連想をうまく

が出来て初めて新情報を理解し，長期記憶の中にしまう

マップの中に取り込んでやったり，イメージとしてはつ

ことが出来るのである。セマンティツク・マッピングは

かんでいるのに言葉としては出てこない場合には手助け

正にこのようなプロセスを視覚的に行うこととなるので

をしたりなど，積極的な活動を保証するための「援助者」

ある。

としての教師の役割は大きい。

読解前活動として行う際には，その後に読む英文につ

本活動に語彙増強としての役割を求める場合には，セ

いての知識を整理したり補う他，英文内容そのものを事
前に構築することも目的のひとつとなろう。その際には

マンティツク・フィーチャー分析（Semantic Feature
Analysis）との併用が有効であろう。この分析活動は，

教師による入念な語の配置が必要となってくる。マップ

同じカテゴリーにある意味が似かよった語句を縦軸に，

の真ん中に英文のテーマを書き，大きく丸で囲む。そし
て，その周りに取り扱う文章の長さに応じて，セクショ

幾つかの検討項目を横軸をあげて表にまとめ，「＋」，「−」

ンごと，あるいはパラグラフごとに主題となる語句を配

「Vehicles（乗り物）」というカテゴリーにある「car

置する。そして，それらの下位情報を連想するようにキー

（草）」，「bicycle（自転車）」，「mOtOrCyCle（オートバイ）」

ワードをまわりに書き込み，そこから生徒に連想を促し

を縦軸においてみよう。「tWOWheels（2輪）」という

ていく。
もちろん，このように英文内容そのものの視覚化を目

項目では，順に「−，＋，＋」，「gaSOline（ガソリン）」

指す場合は，テクストの構造による遠いに気を付けなけ

カテゴリーごとに，しかも微妙なニュアンスの遠いを理

ればならない。説明文と小説ではマップも当然違ってこ

解しながら語彙を覚えていくことが出来る。

の記号を書き込んでいく ものである。例えば，

では「＋，−，＋」となる。この作業を通じて類義語を

よう。説明文の場合は，先行知識を整理して，理解のた

この分析の他にもワード・マップ（WordMap）とい

めに必要不可欠な知識を補うことが目的となるが，小説

う手法もある。例えば「bear（熊）」という語を真ん中

の場合は，場面設定や登場人物の把握などの他，内容へ
の期待を高めることが大きな役割となる。

に書き，「Whatisit？（何だろう）」，「Whatisitlike？（何
に似ているだろう）」という問いかけをして，それぞれ，

「mammal（ほ乳類）」，「1ion（ライオン）」などと書き

この期待を高めるというのはもちろん，小説だけでは

なく，全ての英文を読む場合に当てはまることである。

込んでいき，ひとつひとつの語の意味を多面的に理解し

この活動の利点として，英文内容への興味関心の高まり

ようとする試みである。
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卯 城 祐 司

Stahl，Steven A．，and Vancil，Sandr・aJ．1986．Discussion

セマンティツク・マッピングは語のニュアンスなども

含めた語嚢習得の他に，英文を理解するための読解前活

ls What Makes Semantic Maps Workin Vocabulary

動として，またまとまりのある英作文を書く前に自分の

Instruction．TheReadingTeacher40：62−67．

UshiroYuji（卯城祐司）．1993．「スキーマを活性化する

考えを整理する手段としても用いられよう。さらには，

Prereading Activitiesの理論と実践」．『1RICE

授業を受ける中でのノートの取り方や，あらゆる勉強に
おける情報整理の方法として有効であろう。

PLAZA』3．

6．おわりに
セマンティツク・マッピング活動は，リーディングの
「プロセス」を重視した活動である。この活動により，
学習者ひとりひとりの個性を活かした英文読解指導が可

能となる。しかし，心の奥で行われているそのプロセス

を理解するには，マップに書き込まれた表面的な語句だ
けで判断しないことに重ねて留意したい。
これまで我が国では，日本語訳という「結果」による

理解確認にこだわりすぎるあまり，訳読という，画一的
で単調な英文読解指導が続いてきたが，プロセス重視の
教育の中で，「書き手が伝達しているメッセージを理解
する」という本来の英文読解指導のあり方をさらに模索

していきたいと考える。

＊本実験を行うにあたり，羅臼町立春松中学校の高嶋事
大先生に御協力をお願いした。この場を借りて，厚く
お礼を申し上げたい。
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